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1 用語説明 

1-1 関係者 

 

No. 用語 該当者 解説 

1 システム 

管理者 

東京港埠頭㈱ システム環境の管理を行う管理者。 

 

２ 待機場 

管理人 

待機場管理人 待機場の管理棟に常駐し、待機車両の運行サポート

を行う者。 

３ 運送事業 

担当者 

法人 ID取得者 

（担当者） 

ドライバーの取りまとめ役。 

自社ドライバーの登録、変更、削除が可能。 

４ ドライバー トラックドライバー コンテナの運搬を行う者。 

 

1-2 操作マニュアル用語 

 

No. 用語 解説 

１ ToPo-INFo 大井車両待機場の専用WEB ページを指す。 

２ 待機場 大井車両待機場を指す。待機場Aと待機場Bに分かれており、指定が

ない場合は全体を指す。 

３ ターミナル 大井 1,2号/3,4号/5号/6,7号の各コンテナターミナルを総称してター

ミナルと呼ぶ。 

４ ターミナル前待機レーン 各コンテナターミナルの IN ゲート前にあるトラック待機レーンを指す。 

５ 直背後道路 大井埠頭専用レーンから、各コンテナターミナルの入口に繋がる道路を

指す。 

大井 1,2号ターミナルには直背後道路は存在しない。 

６ 専用レーン 待機場から直背後道路に繋がる大井埠頭専用レーン（ターミナル向け

トラック専用の道路）を指す。 

7 TSY予約システム TSY（東京港ストックヤード）の専用予約WEB ページを指す。 
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2 はじめに 

2-1 本書について 

 本書は ToPo-INFoの利用者登録に必要な操作方法を記載するものである。 

 記載内容は大きく、「運送事業担当者」向けの内容と「ドライバー」向けの内容に分かれている。 

 

 運送事業担当者としての操作については、「4法人管理（運送事業担当者向け）」を参照すること。 

 ドライバーとしての操作については、「5 ドライバー向け」、及び「6待機場の利用」を参照すること。 

 

 ToPo-INFo（URL：https://www.tokyoport-info.com）へのアクセスは、権限等の制約なく可能である。 

 権限等が必要な操作については、上記からログインを行った後に行うものとする。 

 

  

https://www.tokyoport-info.com/
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3 システム利用の準備 

3-1 メールアドレスの登録について 

 ToPo-INFo では、システムから利用者への通知・連絡等を主にメール通知にて実施する。 

そのため、利用登録の際にはメールアドレスが必要となる。 

 

 特にドライバー登録においては、登録されるメールアドレスは、待機場の退場指示などに利用するため、即時の確認が

求められる。そのためキャリアメール（docomo/au/SoftBank）の登録を推奨する。 

 

 遅延等の事象が少ないキャリアメール以外を登録する場合には Gmail アカウントを作成し、Gmail アプリを利用するこ

とを推奨する。  以下、スマートフォンを使用する利用者向けに、Gmail アカウントの作成方法と、Gmail アプリの利用

方法を記載する。 

（※その他WEB メール等を利用する場合も、Gmail と同様に、専用アプリを用意するなど、即時受信可能な環境を

推奨する。） 

 

3-1-1 Gmail アカウントの作成 

Gmail の利用には、Google アカウントを作成する必要がある。 

① 以下の Google アカウント作成ページにアクセスする。 

https://accounts.google.com/SignUp 

② 画面の手順に従って、アカウントを作成する。 

⇒Google アカウントの作成により、自動的に Gmail アカウントが作成される。 

③ 作成した Google アカウントにて Gmail にログインすれば、Gmail が利用可能。 

（gmail.com にアクセスし、Google アカウント情報を入力する。） 
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3-1-2 Gmail アプリの利用 

Gmail を使用する際に、Gmail アプリを利用することで、Gmail をキャリアメール同様に即時受信可能な環境に

しておくことを推奨する。 

① Gmail アプリのインストール 

・Android端末の場合、Gmail アプリは標準インストールされている。 

・iOS端末の場合、AppStore から Gmail アプリをダウンロード／インストールする。 

以下のようなアイコンのアプリが Gmail アプリである。 

   

② インストールした Gmail アプリを起動する。 

ログイン時にアカウントを聞かれるので、前述の手順で作成した Google アカウントを入力する。 

③ Gmail アプリのメニューから「設定」を選択し、対象のアカウントの通知設定を確認する。 

（インストール後、初期状態では通知チェックされている。） 
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3-2 メール受信設定について 

各キャリア及び WEB メールサービスでは、スパムメール、迷惑メール等の対策として、特定の送信元からのメール以外

は受け付けないようなセキュリティが設定されている場合がある。 

ToPo-INFoの利用にあたり、システムからの通知メールを受信するため、上記セキュリティに対して ToPo-INFoからの

メールを受け付けるよう、メール受信設定を行う必要がある。 

 

 

 

各キャリア利用時の、メール受信設定の手順について、次頁以降に記載する。 

※gmail利用時は初期状態で迷惑フィルタ設定がないため、ToPo-INFo からのメールが受信可能。 

 （gmail以外のWEB メールサービスを利用する場合は、各WEB メールサービスのヘルプ等を参照すること。） 
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3-2-1 docomo を利用している場合 

NTTdocomoが提供している「My docomo」から設定を行う。 

① My docomo からメール設定画面を表示する。（途中、docomo アカウントへのログインが必要） 

   d メニュー⇒My docomo（お客様サポート）⇒メール設定 

 

② 上記画面から「指定受信/拒否設定」を選択し、指定受信/拒否設定画面を表示する。 
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③ 上記画面から「設定を利用する」を選択し「次へ」、「受信するメールの設定」を押下し、受信するメールの登録に

て「さらに追加する」を押下する。 

   

 

④ 入力ボックスに、「tokyoport-info.com」を追加し、「確認」を押下する。 

続いて設定内容を確認し、「設定を確定する」を押下する。 

     

 

  

tokyoport-info.com 

（「-」はハイフン） 
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3-2-2 au を利用している場合 

 au が提供しているサポートサイト（http://www.au.kddi.com/）から設定を行う。 

① 携帯端末または PC ブラウザにて、上記サイトにアクセスし、 

トップ⇒ 

サポート⇒ 

スマートフォン・携帯電話をご利用の方⇒ 

困ったとき・わからないときは⇒ 

トラブルを未然に防ぐ⇒ 

迷惑メールフィルター設定⇒ 

受信リスト設定 

と進み、受信リスト設定画面を表示する。 

または直接下記アドレスにアクセスする。 

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter

/function-11/ 

② 上記画面から、「迷惑メールフィルタ設定へ」を選択し迷惑メールフィルターの設定画面を表示する。（途

中、au IDでのログインが必要。） 

 

  

http://www.au.kddi.com/
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/function-11/
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/function-11/
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③ 「受信リストに登録/アドレス帳受信設定をする」を選択し、受信リスト設定画面を表示する。 

 

   

 

④ 受信リスト設定画面にある入力ボックスに「tokyoport-info.com」を設定し、画面最下部の「変更する」

を選択する。変更確認画面で設定を確認し、「OK」を選択する。 

 

     

  

チェックボックスのチェックを

忘れないこと！ 

tokyoport-info.com 

（「-」はハイフン） 
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3-2-3 Softbank を利用している場合 

Softbank が提供している「My Softbank」から設定を行う。 

① My Softbank にログインし、「メール設定」を選択、メール設定画面から「メール設定（SMS/MMS）」または「メ

ール設定「E メール(i)」のいずれか（使用するメールアドレスによる）の「設定する」ボタンを押下。 

    

 

② 迷惑メールブロック設定を選択し、「受信許可リスト」の変更⇒「利用開始」を選択する。 
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③ 「次へ」を選択し受信許可リストの設定へ進み、受信許可リストの追加を選択し、入力ボックスに

「tokyoport-info.com」を設定し（照合方法は後方一致を選択）、「次へ」を押下。 

   

 

④ 設定内容を確認し、「登録」⇒「OK」を押下する。（受信許可リストの画面に登録した内容が追加される。） 

   

  

tokyoport-info.com 

（「-」はハイフン） 
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3-3 ドライバーへのメール通知以外の確認方法 

3-3-1 配車係へのメール通知 

 運送事業担当者がドライバーと同じタイミングでメール通知を受信する設定を可能とする。 

 

3-3-2 ToPo-INFo での退場指示状況の確認 

ToPo-INFoでは、システムから利用者への通知・連絡等をメール通知以外でも、補完機能として確認可能である。 

確認方法については、「P43 6-1-2-2 ToPo-INFo での退場指示状況の確認」を参照。 

  



17 

 

 

4 法人管理（運送事業担当者向け） 

4-1 法人登録 

4-1-1 法人 ID の取得 

 ここでは、法人 ID の取得に必要な手順を説明する。 

 法人 IDの取得に関する概略フローを以下に記載する。 

 

図 4-1-1 法人 ID取得概略フロー 

 

※TSY予約システムにて既に ID を取得している場合でも、新規登録操作が必要となる。 

但し、新規登録の際に TSY予約システムの法人 ID を入力することで、ID を共用することが可能。 

詳細は後述の【TSY予約システムで法人 ID を取得済みの場合】を参照すること。 
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4-1-1-1 法人情報の登録 

① ToPo-INFoの TOPページから「新規登録」を選択する。 

 

② 利用規約を確認し、「同意します」にチェックを入れた状態で、「法人登録」を選択する。 

 

  ※利用規約は本画面からダウンロードも可能。（後日確認/社内配布用） 

   右上の「ダウンロード」のリンクを右クリックし、「名前を付けてリンク先を保存」を選択するか、 

   利用規約表示枠内のダウンロードボタンを押下すること。（上記  枠の部分。） 

  

① 新規登録を 

選択 

② 同意の上、 

「法人登録」を選択 
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③ 必要な情報を入力し、「登録する」を選択する。 

※TSY予約システムにて既に ID を取得している場合は、 

後述(P.20)の【TSY予約システムで法人 ID を取得済みの場合】も参照すること。 

 

 

 

 

  

③ 情報入力し、 

「登録する」を選択 
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④ 登録した担当者向けに法人 ID が付与される。 

配送事業担当者としてログインする際に必要な ID となるため、保管すること。 

また、登録したメールアドレス宛てに確認メールが送信される。 

 

 

通知メール 例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④ ID が付与される為 

保管すること。 

相上 太郎様  

 

ToPo-INFo の登録更新処理を受け付けました。  

以下の登録確認 URLにアクセスし、完了処理を行ってください。 

  

【登録確認 URL】  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com

_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7Bdv

gIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QY

o0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=Cwpv

PTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e=   

 

…………………………………………………………………………………………………  

このメールに心当たりが無い場合は管理者にご連絡ください。  

 

※このメールは自動送信メールです。  

 誠に勝手ながらこのメールへの返信によるお問い合わせは承っておりません。  

 ご質問がある場合は管理者にご連絡ください。  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=CwpvPTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=CwpvPTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=CwpvPTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=CwpvPTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DVlFBRzc4MzE-253d-26g-3D1&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=uMljrXPUxgPNAAvWJJLJYHz0I2HAhm5x_joxhrUXRxA&s=CwpvPTv9fEv7U_WYOmTCGCkQtQWUurbxeZ2xCHrgNGg&e
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【TSY予約システムで法人 ID を取得済みの場合】 

TSY予約システムにて法人 ID を取得済みの場合、新規登録の際に取得済みの ID とパスワードを入力することで、

ToPo-INFoでも同じ ID を使用することが可能となる。 

手順は以下の通り。 

① 法人登録画面にて、「TSY のログイン ID をお持ちの方はこちらを選択してください。」にチェックを入れる。

（⇒ID とパスワードを入力する欄が表示される。） 

② TSY予約システムにて取得した ID とパスワードを入力し、「認証」ボタンを押下する。 

  

③ 認証に成功すると会社名や担当者氏名など TSY予約システムで登録された情報が画面に反映される。 

以降は前述の手順に従い、追加で必要な情報を入力/編集し、申請書のダウンロード、及び登録を行う

と、TSY予約システムと同じ IDにて登録申請が行われ、登録したメールアドレス宛てに確認メールが送付

される。（通常の新規登録と同様、登録完了には管理者の承認が必要となる。） 

   

① チェックを入れる。 

②TSY予約システムにて取得した 

  ID とパスワードを入力。 

 入力後、「認証」ボタンを押下 
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4-1-1-2 登録確認 

① 前項の確認メールに記載された URL にアクセスすると登録申請完了となる。 

（メールからリンクを選択すればアクセス可能。） 
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4-1-1-1 システム管理者からの承認 

① システム管理者にて、登録申請が承認されると、登録完了メールが送信される。 

通知メール 例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本メールを受信した時点で法人登録は完了となり、付与された法人 IDと登録したパスワードにて配送事業

担当者としてログインが可能となる。 

  

相上 太郎様 

 

ToPo-Info の登録が完了いたしました。  

以下のユーザ ID とパスワードを元にログインしてください。  

 

ユーザ ID：VQAG7831  

パスワード：aerts666  

 

ログイン URL：

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com

_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&

r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_

6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0

&e=  

 

パスワードを再設定する場合は、上記のユーザーID とパスワードでログインしていただき、  

「個人設定」から、パスワードの再設定を行ってください。  

 

このメールに心当たりが無い場合は管理者にご連絡ください。  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=BhDvS4Jik-pPIN5G4G_6388rSM0NdgIlt8d5gwRPpDg&s=gzBAoGJrrebdrggj_3GbVcFsGSt58cL8l7Ztp59PGI0&e
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4-1-2 運送事業担当者情報の編集 

 運送事業担当者自身の情報の編集は、ログイン後に個人設定画面にて行う。 

① 画面右上の「個人設定」のリンクを押下する。 

 

  

① 「個人設定」を押下

する。 
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② 個人設定変更の画面にて必要な情報を編集し、「更新する」ボタンを押下する。 

 

 

③ 更新に成功した場合、HOME画面に戻り、操作を続行することができる。 

※メールアドレスを変更した場合、法人 ID登録時と同様に、確認用 URL が通知される。 

 確認用 URL にアクセスするまで、当該 ID/パスワードでのログインはできなくなるので注意すること。 
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4-2 所属ドライバー管理 

4-2-1 ドライバー一覧 

 ここでは、配送事業担当者が管理できるドライバーの一覧画面について説明する。 

① ToPo-INFoの TOPページから「ユーザー管理」⇒「トラッカー」を選択する。 
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② 担当者が管理可能なドライバーの一覧が表示される。ドライバー未登録の場合は、ドライバーの一覧は表

示されない。 

トラッカー一覧画面では所属するドライバーの一覧表示ができるほか、無所属ドライバーの表示や、ユーザ

ーID、氏名を入力して、絞り込み検索を行うことも可能。 

 

 

 

検索条件 選択肢 内容 

ユーザーID フリーワード ドライバーの ID を部分一致で検索し、HIT したドライバー

を一覧表示する。 

氏名 フリーワード ドライバーの氏名を部分一致で検索し、HIT したドライバ

ーを一覧表示する。 

登録会社 全て 自社所属、及び無所属のドライバーを一覧表示する。 

無所属 無所属のドライバーのみを一覧表示する。 

自社所属 自社所属のドライバーのみを一覧表示する。 
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4-2-2 ドライバーの新規登録 

 ここでは、運送事業担当者が行う、ドライバーの新規登録の手順について説明する。 

 （運送事業担当者としてログイン後の手順を記載する。） 

 

4-2-2-1 ドライバーの登録 

① トラッカー一覧画面から「トラッカーを新しく登録する」のリンクを押下する。 

 

 

 

  

① 「トラッカーを新しく登

録する」を選択 
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② トラッカー登録画面にて、ドライバーの情報を入力し、「登録する」ボタンを押下する。 

 

 

③ メール送信確認画面が表示され、登録したドライバーのドライバーIDが表示される。 

また当該ドライバーに登録確認用 URLが通知されるため、ドライバーに URL アクセスが必要な旨、 

説明を行うこと。 

 

  

② 情報入力し、 

「登録する」を選択 
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4-2-2-2 ドライバー登録の確認 

 運送事業担当者がドライバー登録を行ったあと、当該ドライバーによって、確認URLへのアクセスが必要となる。 

① 登録されたドライバーに確認用 URL を記載したメールが通知されるので、 

メールに記載された URLへアクセスする。 

通知メール 例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 確認用 URL にアクセスした時点で、登録が完了する。 

  

  

山田 太郎様 

 

ToPo-INFo の登録更新処理を受け付けました。  

以下の登録確認 URL にアクセスし、完了処理を行ってください。  

 

【登録確認 URL】  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com

_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7Bd

vgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84Q

Yo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yO

jmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e=   

 

…………………………………………………………………………………………………  

このメールに心当たりが無い場合は管理者にご連絡ください。  

 

※このメールは自動送信メールです。  

 誠に勝手ながらこのメールへの返信によるお問い合わせは承っておりません。  

 ご質問がある場合は管理者にご連絡ください。  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yOjmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yOjmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yOjmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yOjmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_ConfirmUser-3Fi-3DSEJUTTIzNTY-253d-26g-3D0&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=moKUEeyxTrfRhdvjomC-xtl2bEjiAizD0MiPU2-kwpE&s=gyc0yOjmMtTqbjzY197qeONRmW6p8927OC6xBHmnsW8&e
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③ 確認 URLへのアクセスが確認された時点で、登録完了の通知メールが当該ドライバーに送信される。 

初期ログインパスワード、及びログイン URL も記載されている。 

通知メール 例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山田 太郎様  

 

ToPo-Info の登録が完了いたしました。  

以下のパスワードを元にログインしてください。  

 

【ドライバーID】  

 所属する運送事業者にご確認下さい。  

 ※ドライバーIDはドライバーズカードにも記載されております。  

…………………………………………………………………………………………………  

【ログインパスワード】  

 MAmwjzaRUDzF  

…………………………………………………………………………………………………  

【ログイン URL】  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com

_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&

r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3

nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7

Uybg&e=   

…………………………………………………………………………………………………  

 パスワードを再設定する場合は、上記のパスワードでログインしていただき、  

「個人設定」から、パスワードの再設定を行ってください。  

 

このメールに心当たりが無い場合は管理者にご連絡ください。  

 

※このメールは自動送信メールです。  

 誠に勝手ながらこのメールへの返信によるお問い合わせは承っておりません。  

 ご質問がある場合は管理者にご連絡ください。  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7Uybg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7Uybg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7Uybg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7Uybg&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tokyoport-2Dinfo.com_Login_Login&d=CwIGaQ&c=OASo7BdvgIFJwsITPfr3GJ1DD_rSkr2aLCH9k3h22AY&r=zBz3i5wJU_ejxTvDIGhaQGX3gL84QYo0NrdgJygwLlg&m=jMeXJ-BHAlL28nFJ9Rn3nRwbDoqwcKAHuCSevXxAmY4&s=CgUaEEHIi98tf6mt9Kxn_Opnrf8QherQOt_qHO7Uybg&e
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4-2-3 ドライバーの一括登録 

 ここでは、運送事業担当者が行う、ドライバーの一括登録の手順について説明する。 

一括登録はドライバーの新規登録画面から行う。 

① トラッカー登録画面から一括登録を選択する（「一括登録する場合はコチラ」のリンクを押下する）。 

 

② 初めて一括登録を行う場合は、フォーマットのダウンロードを行う。 

 

  

① 一括登録する場合

は「コチラ」を選択 

② フォーマットをダウンロ

ードする。 
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③ ダウンロードしたフォーマットは以下のような内容になっている。 

以下、各項目への入力方法を記載する。 

１）フォーマットの１行目は、見出しのため、編集しないこと。 

２）登録するドライバー情報は、１行で１ドライバーとなる。 

３）新規登録を行うドライバーについては、ユーザーID欄は空欄とする。 

４）保存するファイル名は問わないが、拡張子は変更しないこと（.csv） 

項目名 入力形式 入力内容 

ユーザーID 半角英数 

（半角 12文字まで） 

新規登録時は空欄、情報の編集を行う場合は当該

ドライバーのドライバーID を入力する。 

氏名（姓） 制限なし 

（全角 40文字まで） 

登録するドライバーの姓を入力する。 

氏名（名） 制限なし 

（全角 40文字まで） 

登録するドライバーの名を入力する。 

かな（姓） ひらがな 

（全角 40文字まで） 

登録するドライバーの姓をよみがなを入力する。 

かな（名） ひらがな 

（全角 40文字まで） 

登録するドライバーの名のよみがなを入力する。 

電話番号 半角数字 

（半角 16文字まで） 

登録するドライバーの電話番号を入力する。 

※「0」始まりの電話番号の場合、シングルクォート「’」

を頭に入力すること。 

E-mail 半角英数記号 

（半角128文字まで） 

登録するドライバーのメールアドレスを入力する。 

担当者にも転送する 半角数字 

（半角 1文字） 

１：メール転送する 

０：メール転送しない 

 

フォーマット記入例） 
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④ ③にて編集したフォーマットファイルを選択し、「一括登録」ボタンを押下する。 

 

⑤ 登録完了後、「XX件登録しました。」と画面に表示される。 

登録後、トラッカー一覧画面にて、意図したドライバー登録ができていることを確認すること。 

 

  

編集済みのファイルが選

択されていることを確認

すること 

④ 「一括登録」を押下

する 

登録成功した件数が表

示される。 
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4-2-4 ドライバー情報の編集 

 ここでは、登録済みドライバーの情報編集の手順について説明する。 

① トラッカー一覧画面にて、編集したいドライバーの「詳細」リンクを押下する。 

 

② トラッカー詳細画面にて、画面下部の「編集する」を押下する。 

 

 

  

「詳細」を押下してトラッ

カー詳細画面を表示。 

「編集」を押下して編集

画面に遷移。 
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4-2-4-1 ドライバー情報の編集 

① トラッカー編集画面にて、必要な情報を編集し、「更新する」ボタンを押下する。 

 

 

② 更新に成功した場合、トラッカー一覧画面に戻り、編集が完了した旨が画面に表示される。 

 

 

  

① 内容を編集して「更

新する」を押下。 
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4-2-4-1 ドライバーの転籍 

① トラッカー編集画面にて、「登録会社」の項目で「無所属」を選択し更新を行う。 

 

 

② 当該ドライバーにメール送信した旨が表示され、当該ドライバーは無所属ドライバーとなる。 

 

 

  

① 転籍を行う場合、「無

所属」を選択する。 



38 

 

 

4-2-4-1 ドライバーの入籍 

① 無所属ドライバーのトラッカー編集画面にて、「登録会社」の項目で「所属」を選択し更新を行う。 

 

 

② 当該ドライバーにメール送信した旨が表示され、当該ドライバーは自社所属のドライバーとなる。 

 

 

  

② 無所属ドライバーの入籍を行う

場合、「所属」を選択する。 
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4-2-4-2 ドライバー情報の削除 

③ トラッカー詳細画面にて、画面下部の「削除する」を押下する。 

 

④ 確認画面が表示されるので、問題なければ、「はい」を押下する。 

 

 

⑤ 削除に成功した場合、トラッカー一覧画面に戻り、削除が完了した旨が表示される。 

  

「削除」を押下して編集

画面に遷移。 

削除を行う場合は

「はい」を押下する。 
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5 ドライバー向け 

5-1 ドライバー情報（個人）管理 

5-1-1 ドライバー情報の編集 

 ここでは、登録済みのドライバーが自身の情報を編集するには、ログイン後、個人設定画面にて可能となる。 

（ドライバーが自分のドライバーID でログインしている前提とする。） 

5-1-1-1 ドライバー情報の編集 

① 画面右上の「個人設定」のリンクを押下する。 

 

 

  

① 個人設定を 

選択 
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② 個人設定変更の画面にて、自身の情報を編集し、「更新する」ボタンを押下する。 

 

 

③ 情報更新に成功した場合、HOME画面に戻る。 

 

  

② 情報を編集して、

「更新する」を押下。 
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6 待機場の利用 

6-1-1 待機場状況の確認 

 ここでは、待機場の利用に関わる、全体状況画面の参照について説明する。 

6-1-1-1 待機場のオープン時間 

 全体状況画面にて、待機場クローズ後の再オープンの時刻を掲示する。 

（通常は20:00だが、当日の作業終了時刻によって、再オープン時刻が変更となる場合があるため、ここに掲載

するものとする。） 

 

6-1-1-2 待機場の混雑状況 

 待機場の混雑状況、及び各ターミナルごとの待機台数、平均待ち時間、平均 T.A時間を表示する。 

平均待ち時間、平均 T.A時間については、15分単位で集計した平均時間を表示する。 

 

6-1-1-3 お知らせ表示 

 ToPo-INFo に関するお知らせがある場合には、本ページ下部のお知らせ表示エリアにて、情報開示する。 
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6-1-2 退場指示の確認 

6-1-2-1 退場指示メール 

 待機場の利用を開始した場合、待機場にて待機中に、ドライバー登録したメールアドレス宛てに、退場時刻指

示メールが通知される。ドライバーは本メールに記載された退場時刻になった時点で、待機場から退場し、目的地

に向かうこととする。 

 指示された退場時刻になっていない状態で待機場から出て目的地に向かうことは、ルール違反となるため注意

すること。 

 なお、ドライバー登録時に自分の携帯端末のメールアドレスを登録していないドライバーの場合、メール通知は運

送業者担当者に送られることとなるため、退場時刻指示の状況については運送業者担当者に確認すること。 

 また、次項に示す通り、ToPo-INFo の全体状況画面にて、退場時刻指示の状況を確認することも可能とな

る。 
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6-1-2-2 ToPo-INFoでの退場時刻指示状況の確認 

 ToPo-INFo の全体状況画面にて、退場時刻指示が発行され、現在退場中のレーン番号を表示する。 

 ドライバーは退場時刻指示メール以外に、本画面にて自身が待機中のレーンに対して退場時刻が指示されて

いるかを確認することができる。 

 また、詳細ボタンを押下し、自身のレーン番号を入力することで、自身のレーン番号が同一行先/種別の中で何

番目に呼び出される見込みなのか、を確認することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

・各行先/種別毎に直近の退場レーンの退場時刻を表示 

・退場時刻が未確定の場合は「--:--」を表示 

・待機レーンがない（空いている）場合は「即時退場」を表示 

      

・「詳細」ボタンを押して、確認したいレーン番号を入力する 

⇒入力したレーン番号が、該当する行先/種別の中で何番目かが表示される 

（退場時刻が確定しているレーンについては、その時刻も表示される） 
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7 トラブルシューティング 

 ここでは各画面操作にて想定される問題と、その対処方法を記載する。 

7-1-1 メール通知に関するトラブル 

問題点 確認事項 対処方法 

メールが届かない。 

 

登録したメールアドレスが正しいか。 正しいメールアドレスにて、再登録を行う。 

 

端末（メールアプリ）のメール受信周期の設定が、

「自動（プッシュ）」になっているか。 

手動で新着メールの問い合わせを行う。 

また、端末（メールアプリ）のメール受信周期の設定を「自

動（プッシュ）」にする。 

受信ボックスがいっぱいではないか。 

 

不要なメールを削除するなど、受信ボックスに空きを作る。 

受信拒否設定されていないか。 

 

メールのフィルタ設定を確認し、tokyoport-info.com から

のメールを許可する設定に変更する。 

※操作方法は各端末、及び各メールサービスのヘルプ/サポ

ートを参照すること。 

※メール通知自体は有効なため、登録処理の継続は可能

となる。 

迷惑メールフォルダに振り分けされていないか。 

メールが遅れて届く。 端末（メールアプリ）のメール受信周期の設定が、

「自動（プッシュ）」になっているか。 

端末（メールアプリ）のメール受信周期の設定を「自動（プ

ッシュ）」にする。 

「自動（プッシュ）」が選択できないアカウントの場合、

Gmail を使用する。 

使用しているメールサービスに障害がないか。 インターネット等で各社の障害情報を確認する。 

※障害等の情報がない場合は、各サービスのサーバ負荷の

問題の可能性がある。 

※上記対処にて解決しない場合、または上記以外の問題が発生した場合には問い合わせ窓口に連絡すること。 
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7-1-2 法人登録に関するトラブル 

画面 項目 問題点 確認事項 対処方法 

TOP画面 全体 ToPo-INFo のサイトにアクセ

スできない。 

入力している URLが正しいか。 

「http」になっていないか。 

「tokyoport-info」はハイフンにな

っているか。 

URL を確認する。 

https://www. 

tokyoport-info.com 

どこから新規登録するかわから

ない。 

画面右上に「新規登録」のリンクが

表示されているか。 

画面右上の「新規登録」を押下す

る。 

利用規約 全体 法人登録ボタンが押せない 「同意します」のチェックボックスにチ

ェックが入っているか。 

「同意します」のチェックボックスにチェ

ックを入れる 

法人登録 全体 「入力してください。」と表示さ

れる。 

いずれかの必須の入力ボックスが

空欄になっている。 

必須の入力ボックスに入力を行う。 

電話番号 「正しい電話番号を入力して

ください。」と表示される。 

全角文字になっていないか。 半角で入力する。 

「-」（ハイフン）など、記号が入っ

ていないか。 

半角数字のみ入力する。 

E-Mail 「正しい E-mail を入力してく

ださい。」と表示される。 

全角文字が入力されていないか。 半角で入力する。 

E-Mail（確認） 入力ができない。 コピー＆ペーストで入力しようとして

いないか。（ペースト不可） 

ペーストではなく、直接入力する。 

「正しい E-mail（確認）を

入力してください。」と表示され

る。 

1 つ目に入力した E-mail と内容

が異なっていないか。 

1 つ目に入力した E-mail と同じ内

容を入力する。 

担当者名（かな） 「正しいふりがなを入力してく

ださい。」と表示される。 

ひらがな以外が入力されていない

か。 

ひらがなのみを入力する。 
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7-1-3 ドライバー管理に関するトラブル 

画面 項目 問題点 確認事項 対処方法 

全体状況 全体 どこからドライバー登録を行うの

か分からない。 

ログイン済みか？ ログインする。 

ログインは画面右上の「ログイン」リ

ンクから。 

画面上部右に「ユーザー管理」ボタ

ンを押下したか。 

「ユーザー管理ボタン」を押下し、

出てくるメニュー「トラッカー」を押下

する。 

トラッカー一覧 ドライバー登録 どこから新規登録するかわから

ない。 

「トラッカーを新しく登録する」を押

下したか。 

「トラッカーを新しく登録する」を押

下する。 

一括登録 一括登録をどこから行うか分か

らない。 

「トラッカーを新しく登録する」を押

下したか。 

一括登録は新規登録画面から

行うため、「トラッカーを新しく登録

する」を押下する。 

ドライバー一覧 一覧に登録したドライバーが表

示されない。 

画面上部の絞り込み条件が正しい

か。 

表示したい条件に合わせて、絞り

込み条件を選択する。 

絞り込み条件を変更したあと、「表

示」ボタンを押下したか。 

絞り込み条件を反映させるために

「表示」ボタンを押下する。 

トラッカー登録 全体 「入力してください。」と表示さ

れる。 

いずれかの必須の入力ボックスが空

欄になっている。 

必須の入力ボックスに入力を行

う。 

電話番号 「正しい電話番号を入力してく

ださい。」と表示される。 

全角文字になっていないか。 半角で入力する。 

「-」（ハイフン）など、記号が入っ

ていないか。 

半角数字のみ入力する。 

E-Mail 「正しい E-mail を入力してく

ださい。」と表示される。 

全角文字が入力されていないか。 半角で入力する。 

E-Mail（確認） 入力ができない。 コピー＆ペーストで入力しようとして

いないか。（ペースト不可） 

ペーストではなく、直接入力する。 

「正しい E-mail（確認）を

入力してください。」と表示され

る。 

1つ目に入力したE-mailと内容が

異なっていないか。 

1 つ目に入力した E-mail と同じ

内容を入力する。 

トラッカー 

一括登録 

一括登録 一括登録の方法が分からな

い。 

登録用フォーマットはダウンロードし

たか。 

画面右上のリンクから、フォーマット

をダウンロードする。 

編集した登録用フォーマットを選択

したか。 

編集した登録用フォーマットを、

「ファイル選択」ボタンを押下して、

選択する。 

登録用フォーマットファイルを選択し

た状態で「一括登録」ボタンを押下

したか。 

登録用フォーマットファイルを選択

した状態で「一括登録」ボタンを

押下する。 

登録用フォーマットの記載方

法が分からない 

「ユーザーID」が分からない場合 新規登録の場合、ユーザーID は

入力不要。 

「運送事業担当者にもメールを通

知する」が分からない場合 

運送事業担当者にメール通知を

行う場合には「１」を、不要の場

合には「０」を入力する。 
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7-1-4 ドライバー情報（個人）の編集に関するトラブル 

画面 項目 問題点 確認事項 対処方法 

全体状況 全体 どこから個人情報の編集を行

うのか分からない。 

ログイン済みか？ ログインする。 

ログインは画面右上の「ログイン」リ

ンクから。 

画面上部の「個人設定」リンクを押

下したか。 

「個人設定」のリンクを押下する。 

個人設定を変更 全体 「入力してください。」と表示さ

れる。 

いずれかの必須の入力ボックスが空

欄になっている。 

必須の入力ボックスに入力を行

う。 

電話番号 「正しい電話番号を入力してく

ださい。」と表示される。 

全角文字になっていないか。 半角で入力する。 

「-」（ハイフン）など、記号が入っ

ていないか。 

半角数字のみ入力する。 

E-Mail 「正しい E-mail を入力してく

ださい。」と表示される。 

全角文字が入力されていないか。 半角で入力する。 

E-Mail（確認） 入力ができない。 コピー＆ペーストで入力しようとして

いないか。（ペースト不可） 

ペーストではなく、直接入力する。 

「正しい E-mail（確認）を

入力してください。」と表示され

る。 

1つ目に入力したE-mailと内容が

異なっていないか。 

1 つ目に入力した E-mail と同じ

内容を入力する。 

パスワード パスワードを入力する欄がない 「パスワードを変更する」のチェックボ

ックスにチェックは入っているか。 

「パスワードを変更する」のチェック

ボックスにチェックを入れ、パスワー

ド入力欄を表示させる。 

「正しいパスワードを入力してく

ださい。」と表示される。 

変更前のパスワードは正しく入力さ

れているか。 

入力したパスワードが正しいかを

確認する。 

確認用パスワードは正しく入力され

ているか。 

入力したバスワードが 1 回目に入

力したパスワードと同じか確認す

る。 
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7-1-5 待機場の状況確認に関するトラブル 

画面 項目 問題点 確認事項 対処方法 

全体状況 共通 待機場の状況が変化しない。 変化しないのは、待機時間、

T.A時間を指しているのか。 

待機時間、T.A 時間は 15 分毎の

平均時間を表示するため、15 分単

位で表示が変化する。 

自動更新はONになっているか。 自動更新を ON することで、30 秒

周期で状況が自動更新される。 

退場中レーン番号 退場中レーン番号に、自分の

番号が表示されない。 

「詳細」ボタンを押下したか。 退場中レーン番号は、現在退場中

のレーン番号しか表示されない。 

「詳細」ボタンを押下し操作すること

で、自分のレーン番号が同一行先/

種別の中で何番目かが判る。 

 

7-1-6 その他のトラブル 

画面 項目 問題点 確認事項 対処方法 

画面全体 共通 画面が正しく表示されない。 ブラウザの戻るボタンを使用して

いないか。 

ブラウザの戻るボタンを押下した場合

の動作はブラウザに依存する。 

画面左上の「ToPo-INFo」リンク、

または「ホーム」ボタンにて HOME画

面に戻り、操作をやり直す。 

使用しているブラウザが対応外で

ないか。 

使用するブラウザは以下を推奨す

る。 

・WindowsEdge 

・IE10以降 

・GoogleChrome 

ログイン 共通 ログインできない。 法人 IDまたはドライバーIDが正

しいか。 

登録時に通知された ID と一致して

いるか確認する。 

パスワードが、入力した ID に対

応したものになっているか。 

入力しているパスワードが ID 登録

時に通知されたパスワードと一致し

ているか確認する。 

パスワードを忘れた。 パスワードの初期化を行ってよい

か。 

パスワードの初期化を選択し、登録

したメールアドレスに通知される初期

パスワードにてログインする。 

 

 ここで記載されていない問題に関しては、下記問い合わせ窓口に連絡すること。 

  

【問い合わせ窓口】 

受付時間    8:00～22:00（年中無休）  

専用ダイヤル  Tel:050-5548-8686  

専用アドレス  futo@tptc.co.jp  

 

mailto:futo@tptc.co.jp

